
（別紙）

１　認可に係る農用地利用配分計画の概要（平成３０年１２月２５日認可）

氏名または名称 住所

はなの谷農事組合法人 福井市 福井市花野谷町32字103番　ほか139筆

株式会社FarmDaishin 福井市 福井市大畑町29字6番2

はなの谷農事組合法人 福井市 福井市宮地町56字101番　ほか35筆

はなの谷農事組合法人 福井市 福井市大畑町71字4番1　ほか1筆

農事組合法人毘沙門 福井市 福井市上毘沙門町3字2番　ほか2筆

藤井藤一 福井市 福井市新開町3字4番　ほか1筆

松川鉄男 福井市 福井市新開町14字2番　ほか5筆

橋本裕文 福井市 福井市和田中町30字31番　ほか4筆

農事組合法人ファーム元気 福井市 福井市島寺町45字47番

山﨑惣一郎 福井市 福井市羽坂町14字46番1　ほか1筆

農事組合法人そんぼ 福井市 福井市曽万布町19字5番2　ほか16筆

安實正嗣 福井市 福井市寺前町17字16番　ほか4筆

宮越喜一 福井市 福井市太田町10字3番1　ほか5筆

堀内浩徳 福井市 福井市三本木町3字7番　ほか13筆

農事組合法人片粕ファーム 福井市 福井市片粕町31字4番　ほか4筆

農事組合法人竹生農産 福井市 福井市竹生町112字28番

農事組合法人小尉ファーム 福井市 福井市三宅町3字27番　ほか12筆

徳長則行 福井市 福井市上河北町2字1番2　ほか17筆

農事組合法人わしづか 福井市 福井市中角町47字58番　ほか1筆

農事組合法人とくみつ 福井市 福井市徳光町2字15番2　ほか24筆

農事組合法人たかや 福井市 福井市高屋町3字73番1　ほか377筆

農事組合法人ハーネス河合 福井市 福井市網戸瀬町2字41番　ほか59筆

竹内善兵衛 福井市 福井市網戸瀬町6字61番　ほか30筆

株式会社ミライスつるが気比 敦賀市 敦賀市沓見16字16番　ほか32筆

一般社団法人太良庄荘園の郷 小浜市 小浜市太良庄63字4番　ほか412筆

田中秀明 小浜市 小浜市和久里51字5番　ほか2筆

赤尾嘉則 小浜市 小浜市和久里18字14番　ほか14筆

橋本守 小浜市 小浜市和久里48字26番　ほか10筆

堂下治男 小浜市 小浜市和久里59字33番

一般社団法人中名田 小浜市 小浜市上田30字4番1　ほか294筆

合同会社飯盛農産 小浜市 小浜市飯盛54字1番1　ほか103筆

地村敏幸 小浜市 小浜市飯盛91字10番1　ほか13筆

岸本守 小浜市 小浜市飯盛122字7番　ほか5筆

地村初男 小浜市 小浜市飯盛87字20番1　ほか13筆

農事組合法人アバンセ乾側 大野市 大野市中野6字36番　ほか12筆

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地
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農事組合法人アバンセ乾側 大野市 大野市小矢戸25字35番1　ほか2筆

松田信也 大野市 大野市庄林18字5番　ほか10筆

有限会社アロサール菖蒲池 大野市 大野市菖蒲池20字20番

合同会社上田農園 大野市 大野市北御門15字1番　ほか3筆

有限会社ガーデンファーム 大野市 大野市森政領家1字24番　ほか8筆

合同会社上田農園 大野市 大野市稲郷83字3番　ほか37筆

有限会社ガーデンファーム 大野市 大野市下据27字38番　ほか2筆

有限会社ガーデンファーム 大野市 大野市東山11字9番1　ほか2筆

齊藤久 大野市 大野市野中17字32番　ほか5筆

合同会社中村農園 大野市 大野市御給19字12番　ほか13筆

齊藤久 大野市 大野市西山4字15番　ほか6筆

農事組合法人阿難祖生産組合 大野市 大野市阿難祖領家10字90番1　ほか150筆

農事組合法人阿難祖生産組合 大野市 大野市右近次郎37字1番　ほか1筆

松田薫 大野市 大野市森目27字13番　ほか6筆

農事組合法人グリーンコーポ麻生島 大野市 大野市下麻生嶋66字25番　ほか5筆

棟朝利明 大野市 大野市富嶋16字20番2

村岡孝治 大野市 大野市橋爪7字18番　ほか3筆

農事組合法人松丸生産組合 大野市 大野市松丸3字1番　ほか9筆

農事組合法人松丸生産組合 大野市 大野市御領1字8番　ほか5筆

農事組合法人松丸生産組合 大野市 大野市蓑道8字21番　ほか9筆

村上巖 大野市 大野市小黒見9字16番1　ほか3筆

農事組合法人ファーム別所 勝山市 勝山市荒土町別所4字21番　ほか1筆

農事組合法人ファーム別所 勝山市 勝山市荒土町北新在家3字10番1　ほか1筆

農事組合法人ファーム別所 勝山市 勝山市野向町聖丸9字16番　ほか2筆

農事組合法人いのくちファーム 勝山市 勝山市猪野口11字4番5　ほか1筆

農事組合法人かたせ 勝山市 勝山市片瀬2字11番　ほか2筆

齋藤徳明 鯖江市 鯖江市定次町20字29番　ほか8筆

農事組合法人河端ファーム 鯖江市 鯖江市上河端町55字8番2　ほか27筆

農事組合法人河端ファーム 鯖江市 鯖江市上河端町8字32番　ほか4筆

堀照行 鯖江市 鯖江市乙坂今北町53字2番

堀内章義 鯖江市 鯖江市冬島町19字2番2　ほか13筆

堀内章義 鯖江市 鯖江市吉田町7字6番1　ほか3筆

藤本肇 鯖江市 鯖江市和田町6字104番　ほか7筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市 鯖江市下司町1字1番1　ほか6筆

瀧ヶ花祥晃 鯖江市 鯖江市当田町2字3番

瀧ヶ花祥晃 鯖江市 鯖江市下氏家町17字18番　ほか4筆

堀照行 鯖江市 鯖江市松成町5字105番1　ほか4筆
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岡本治男 鯖江市 鯖江市落井町9字3番

有限会社内田農産 鯖江市 鯖江市河和田町6字16番

岡本治男 鯖江市 鯖江市別司町10字3番　ほか4筆

有限会社内田農産 鯖江市 鯖江市別司町9字7番　ほか6筆

辻本憲治 鯖江市 鯖江市中野町60字9番1　ほか3筆

農事組合法人あすなろ生産組合 鯖江市 鯖江市中野町238字18番1

農事組合法人ファーム石田 鯖江市 鯖江市石田下町40字4番

有限会社アグリエース 鯖江市 鯖江市持明寺町3字4番1　ほか4筆

多田孝信 鯖江市 鯖江市西袋町46字107番

藤野雄次 あわら市 あわら市下番12字11番1　ほか4筆

齋藤壽三雄 あわら市 あわら市宮前1字10番　ほか8筆

農事組合法人うしろやま農産 あわら市 あわら市後山74字4番1　ほか1筆

ふくいレインボーファーム株式会社 あわら市 あわら市北潟240字34番1　ほか1筆

神栄アグリテック株式会社 あわら市 あわら市横垣23字27番　ほか1筆

農事組合法人剱岳ファーム あわら市 あわら市東山6字6番1　ほか10筆

農事組合法人芦原請負組合 あわら市 あわら市上番113字8番　ほか4筆

農事組合法人芦原請負組合 あわら市 あわら市下番8字23番　ほか6筆

株式会社美・SOIL あわら市 あわら市二面27字8番　ほか5筆

有限会社竹内農園 あわら市 あわら市二面27字12番　ほか3筆

内藤隆暁 越前市 越前市室谷町5字73番1　ほか4筆

内藤隆暁 越前市 越前市長谷町12字18番1　ほか4筆

内藤隆暁 越前市 越前市北坂下町1字8番　ほか6筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市野岡町54字61番1　ほか1筆

農事組合法人ファーム庄境 越前市 越前市野岡町39字6番1

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市島町19字39番　ほか1筆

阪井嘉隆 福井市 越前市島町25字29番1　ほか1筆

農事組合法人弘法大師ファームみつま
た

越前市 越前市横根町1字3番1　ほか7筆

農事組合法人ファームコウノトリの里 越前市 越前市中津原町58字9番　ほか3筆

農事組合法人高山農園 越前市 越前市大塩町18字1番　ほか1筆

農事組合法人高山農園 越前市 越前市上小松町1字11番　ほか9筆

農事組合法人高山農園 越前市 越前市森久町2字104番　ほか1筆

阪井嘉隆 福井市 越前市杉尾町5字34番1

阪井嘉隆 福井市 越前市長五町19字1番1

上嶋善一 越前市 越前市北町21字9番　ほか8筆

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス 越前市 越前市朽飯町3字5番1　ほか3筆

阪井嘉隆 福井市 越前市轟井町29字28番

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町磯部福庄6字10番　ほか10筆
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農事組合法人大川あぐり 坂井市 坂井市丸岡町上安田5字40番1　ほか12筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町舟寄1字15番2　ほか60筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町長崎9字7番1

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町宇田10字6番1　ほか1筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市丸岡町川上3字6番　ほか9筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市春江町西長田58字38番

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市坂井町福島23字12番　ほか3筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市坂井町徳分田29字5番　ほか2筆

株式会社古里ファーム丸岡 坂井市 坂井市坂井町河和田42字19番　ほか3筆

農事組合法人池上開発組合 坂井市 坂井市三国町池上37字11番　ほか16筆

有限会社竹内農園 あわら市 坂井市三国町池上6字5番

株式会社本原農園 坂井市 坂井市三国町下野61字2番　ほか1筆

農事組合法人みのり会 坂井市 坂井市三国町西野中30字4番　ほか4筆

農事組合法人みのり会 坂井市 坂井市三国町楽円58字13番1　ほか1筆

農事組合法人アグリ川崎 坂井市 坂井市三国町川崎106字3番1　ほか16筆

恩地紀 坂井市 坂井市丸岡町舟寄164字5番1　ほか16筆

山田農産株式会社 坂井市 坂井市丸岡町舟寄5字11番3　ほか7筆

高嶋則雄 坂井市 坂井市丸岡町牛ケ島18字6番

高嶋則雄 坂井市 坂井市丸岡町舛田8字1番　ほか16筆

高嶋則雄 坂井市 坂井市丸岡町小黒13字20番1　ほか3筆

辻川和夫 坂井市 坂井市春江町沖布目17字69番　ほか12筆

農事組合法人上江ファーム 坂井市 坂井市春江町藤鷲塚5字2番　ほか18筆

佐藤賢一 坂井市 坂井市春江町中庄35字77番　ほか11筆

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市 坂井市春江町安沢14字51番2　ほか3筆

五十嵐幸則 坂井市 坂井市春江町大牧3字5番　ほか10筆

小林重信 坂井市 坂井市春江町西長田37字15番1　ほか8筆

有限会社アグリ・エス・ケー 坂井市 坂井市春江町取次3字45番2　ほか1筆

長谷川源吾 坂井市 坂井市春江町正善1字32番1　ほか2筆

長谷川源吾 坂井市 坂井市春江町定広3字5番

田中農園株式会社 坂井市 坂井市坂井町上新庄26字35番　ほか2筆

椛山弘美 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡下合月6字33番　ほか2筆

森塚信介 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡下合月6字36番5　ほか4筆

農事組合法人大川あぐり 坂井市 吉田郡永平寺町松岡領家10字65番1　ほか9筆

黒田國男 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町大月29字42番

農事組合法人大月ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町山王18字35番　ほか4筆

農事組合法人上志比グリーンファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町石上7字103番　ほか3筆

株式会社FarmDaishin 福井市 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿34字1番　ほか3筆

4 / 6



氏名または名称 住所

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

農事組合法人上志比グリーンファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町竹原28字31番　ほか11筆

舘俊光 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡吉野境21字8番1　ほか5筆

山田治一 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町清水10字39番　ほか3筆

農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡上吉野40字102番　ほか42筆

農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡湯谷37字104番　ほか52筆

農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡西野中22字103番　ほか40筆

農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡小畑3字103番　ほか2筆

農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡宮重3字106番　ほか2筆

農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 吉田郡永平寺町 吉田郡永平寺町松岡吉野26字18番

農事組合法人下牧谷衆楽営農 南条郡南越前町 南条郡南越前町下牧谷14字45番　ほか3筆

山腰吉二 南条郡南越前町 南条郡南越前町宇津尾47字102番1　ほか55筆

藤本英俊 南条郡南越前町 南条郡南越前町宇津尾5字102番1　ほか9筆

山腰吉二 南条郡南越前町 南条郡南越前町橋立5字102番

農事組合法人かみはり 丹生郡越前町 丹生郡越前町上川去2字44番1　ほか199筆

来田建治 丹生郡越前町 丹生郡越前町上川去14字116番

農事組合法人ファーム越前かなや 丹生郡越前町 丹生郡越前町金谷2字118番　ほか75筆

農事組合法人田中 丹生郡越前町 丹生郡越前町田中12字12番　ほか6筆

農事組合法人みずほ 丹生郡越前町 丹生郡越前町気比庄8字10番　ほか7筆

農事組合法人小倉 丹生郡越前町 丹生郡越前町小倉46字37番　ほか5筆

松島孝治 丹生郡越前町 丹生郡越前町上糸生111字47番　ほか7筆

松島孝治 丹生郡越前町 丹生郡越前町小川21字33番2　ほか6筆

農事組合法人おおしま村 大飯郡おおい町 大飯郡おおい町大島44字51番2　ほか28筆

農事組合法人苧営農組合 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町気山85字17番

有限会社藤庄 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町田上36字2番1

有限会社藤本農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町田上38字9番　ほか3筆

島光毅 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町海士坂28字75番

市川昇 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町大鳥羽35字52番1　ほか1筆

農事組合法人名水うりわり農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町日笠30字26番　ほか4筆

合同会社たごころ農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町下野木41字6番

山本謙 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町武生5字19番　ほか5筆

合同会社神谷農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町武生24字7番

有限会社かみなか農楽舎 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町末野51字5番　ほか2筆

北川博司 小浜市 三方上中郡若狭町杉山18字68番　ほか5筆

農事組合法人三宅カントリーファーム 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町三宅63字14番1　ほか6筆

清水正夫 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町上野木70字16番

合同会社天狗山農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町小原21字62番

合同会社神谷農園 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町神谷6字14番1　ほか9筆
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株式会社アグリ 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町脇袋33字8番

合同会社山心ファーム 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町三宅11字8番3

株式会社アグリ 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町下吉田8字24番1　ほか10筆

農事組合法人若狭下吉田営農組合 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町下吉田10字14番3　ほか2筆

株式会社アグリ 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町上吉田10字19番1　ほか214筆

合同会社山心ファーム 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町上吉田15字4番2　ほか14筆

有限会社氣ごころや 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町上吉田7字2番1

福田寛城 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町瓜生21字2番2　ほか2筆

長橋努 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町上吉田4字60番2　ほか3筆

農事組合法人若狭下吉田営農組合 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町上吉田4字57番3

農事組合法人安賀里ファーム 三方上中郡若狭町 三方上中郡若狭町安賀里58字11番1　ほか1筆
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